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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期第2四半期 38,448 △3.1 721 ― 719 ― 525 ―

22年2月期第2四半期 39,662 ― △446 ― △475 ― △2,112 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年2月期第2四半期 9.90 ―

22年2月期第2四半期 △39.85 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年2月期第2四半期 47,791 7,964 16.1 145.38
22年2月期 49,684 7,844 15.1 141.87

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  7,705百万円 22年2月期  7,519百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年2月期 ― 0.00

23年2月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 77,100 △5.4 1,250 ― 1,150 ― 800 ― 15.09



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外です。この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対す
る四半期レビュー手続は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものでありますが、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異
なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q 53,289,640株 22年2月期  53,289,640株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  291,011株 22年2月期  290,832株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 52,998,693株 22年2月期2Q 52,998,929株



（参考）個別業績予想

　　平成23年２月期の個別業績予想（平成22年３月１日～平成23年２月28日）
（％表示は、対前期増減率）

1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

通期 64,600 △ 5.9 900 ― 800 ― 500 ― 9.42

(注)当四半期における業績予想の修正有無　有

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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1．当四半期の連結業績に関する定性的情報 

（1）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期(平成 22 年３月１日～平成 22 年８月 31 日)におけるわが国経済は、海外経済の

改善や各種の政策効果などを背景に企業収益の改善が続き、個人消費にも持ち直しの動きが見ら

れましたが、一方で厳しい雇用情勢や欧米を中心とした海外景気の下振れ懸念、金融資本市場の

変動やデフレの影響など、景気を下押しするリスクもあり、当面、急速な回復を見込めない状況

にありました。 

 百貨店業界におきましては、前年同月に対する売上高減少率に改善が見られたものの、雇用・

所得環境の厳しさに加え、観測史上最高を記録した猛暑や急激な円高・株安による景気の先行き

懸念による影響、さらには同業・他業態との競争の激化等による影響もあり、東京地区百貨店売

上高は 30 ヵ月連続で前年割れとなり、依然として厳しい状況が続きました。 

 このような中、当社グループは、平成 22 年４月に新たに策定いたしました「中期経営計画（2010

～2012 年度）」に沿って諸施策を実施してまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は38,448百万円と前年同四半期に比べ1,214

百万円(△3.1％)の減収となり、営業利益は 721 百万円と前年同四半期に比べ 1,168 百万円の改

善、経常利益は 719 百万円と前年同四半期に比べ 1,195 百万円の改善、四半期純利益は 525 百万

円と前年同四半期に比べ 2,637 百万円の改善となりました。 

＜百貨店業＞ 

銀座店におきましては、「松屋銀座のポテンシャル、優位性の最大化」という中期経営計画の

基本方針の下、世界有数の商業地域「銀座」を象徴する個性的な百貨店「GINZA スペシャリティ

ストア」を実現するため、２階のインターナショナル雑貨ゾーンに新規ブランドを導入し、８月

にその第２期工区が完成いたしました。同時に更なる効率と買廻り性の向上を目指して婦人服と

リビングを再編するなど、全館の「グレードとテイストの統一」をさらに押し進めました。また

開店 85 周年を「冠」とした大型の文化催事・物販催事を集中して展開し、集客の強化に注力い

たしました。浅草店におきましては、今期から効率の良い下層階のみの営業とし、「マイタウン・

マイストア」をキーワードに、ターミナルの立地を活かしながら地域に愛される店として、食品

と婦人服・雑貨に特化した商品構成に改めました。その結果、両店計の売上高は、浅草店の営業

面積縮小の影響もあり前年に届かなかったものの、銀座店単独では改装による効果や催事の集客

による全店へのシャワー効果、外国人観光客への対応策などが奏功し、上期を通じて売上高・入

店客数ともに前年実績を上回って推移いたしました。 

 以上の結果、百貨店業の売上高は 32,263 百万円と前年同四半期に比べ 894 百万円（△2.7％）

の減収となり、営業利益は 559 百万円と前年同四半期に比べ 1,065 百万円の改善となりました。 

＜飲食業＞ 

 飲食業の婚礼宴会部門におきましては、引続き婚礼組数の増加に取り組みましたが、企業の宴

会需要の減少等の影響もあり、売上高は前年を下回りました。また、イタリアンレストラン部門

におきましても、法人需要の低迷・ディナー時間帯の苦戦の影響が大きく、減収減益となりまし

た。 

㈱松屋（8237）　平成23年２月期第２四半期決算短信

－2－



 以上の結果、売上高は 3,835 百万円と前年同四半期に比べ 160 百万円(△4.0％)の減収、営業

利益は 8百万円と前年同四半期に比べ 29 百万円（△78.1%）の減益となりました。 

＜ビル総合サービス及び広告業＞ 

ビル総合サービス及び広告業におきましては、各部門共に景気低迷の影響による設備投資の縮

小や延期などから売上高は前年を下回りました。一方、経費構造改革を進め、原価や人件費をは

じめとする費用の削減に取り組んだ結果、営業利益では大幅な改善が図られました。 

 以上の結果、売上高は 3,099 百万円と前年同四半期に比べ 415 百万円(△11.8％)の減収、営業

利益は 73 百万円と前年同四半期に比べ 82 百万円の改善となりました。 

＜輸入商品卸売業＞ 

 輸入商品卸売業におきましては、新規取引先の開拓、直営店の展開等、店舗の拡充に取り組み、

主力商品である北欧家具・リビング用品及び雑貨の営業強化に努め、増収増益となりました。 

 以上の結果、売上高は 909 百万円と前年同四半期に比べ 18 百万円(+2.0％)の増収、営業利益

は 35 百万円と前年同四半期に比べ 2百万円(+6.5％)の増益となりました。 

＜その他事業＞ 

その他事業におきましては、用度品や保険代理業務をはじめ来店客調査分析、食品・非食品の

各種検査など合わせ全体では減収となりましたが、費用削減に取り組んだ結果、増益となりまし

た。 

 以上の結果、売上高は 740 百万円と前年同四半期に比べ 107 百万円(△12.7％)の減収、営業利

益は 36 百万円と前年同四半期に比べ 4百万円(+12.4％)の増益となりました。 

 

（2）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ、1,893 百万円減少し

47,791 百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金 639 百万円の減少、たな卸資産 284

百万円の減少、建物及び構築物 419 百万円の減少、投資有価証券 268 百万円の減少等によるもの

であります。負債合計は前連結会計年度末に比べ、2,013 百万円減少し 39,826 百万円となりま

した。これは主に支払手形及び買掛金 481 百万円の減少、未払金 2,853 百万円の減少、店舗縮小

関連損失引当金 492 百万円の減少、借入金 1,720 百万円の増加等によるものであります。純資産

の部は利益剰余金 525 百万円の増加、その他有価証券評価差額金 219 百万円の減少等により 120

百万円増加し 7,964 百万円となりました。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第 2四半期累計期間の実績および足元の業績動向を踏まえ見直した結果、連結・個別ともに

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益がそれぞれ前回予想を上回る見通しとなりましたので、

業績予想を修正いたします。 

つきましては、平成 22 年４月 12 日付の「平成 22 年２月期決算短信」において公表いたしま

した業績予想を修正しております。本日別途公表いたしました「第２四半期累計期間業績予想と

の差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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2．その他の情報 

（1）重要な子会社の異動の概要 
   該当事項はありません。 
（2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法 

  当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結

会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっておりま

す。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについての

み正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がな

いと認められる会社については、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。また、前連結会計年度末以降

に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた会社については、

前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著し

い変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 「工事契約に関する会計基準」等の適用 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19

年 12 月 27 日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18

号 平成 19 年 12 月 27 日）を適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当

第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは主として原価比例法）を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用しております。 

 なお、当第２四半期連結会計期間末においては工事進行基準を適用しているものがないた

め、これによる損益への影響はありません。 
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,387 2,555 

受取手形及び売掛金 4,668 5,307 

たな卸資産 3,117 3,402 

その他 1,128 1,097 

貸倒引当金 △39 △34 

流動資産合計 11,261 12,327 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,076 12,496 

土地 15,227 15,227 

その他（純額） 511 521 

有形固定資産合計 27,816 28,245 

無形固定資産 700 692 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,698 4,966 

その他 3,387 3,531 

貸倒引当金 △72 △79 

投資その他の資産合計 8,013 8,418 

固定資産合計 36,529 37,356 

資産合計 47,791 49,684 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,374 6,855 

短期借入金 17,347 16,795 

未払法人税等 127 52 

賞与引当金 275 101 

商品券等回収損失引当金 428 414 

ポイントカード引当金 52 51 

店舗縮小関連損失引当金 218 711 

店舗閉鎖損失引当金 143 － 

その他 5,386 8,347 

流動負債合計 30,354 33,330 

固定負債   

長期借入金 6,570 5,402 

退職給付引当金 219 210 

店舗閉鎖損失引当金 － 143 

その他 2,681 2,753 

固定負債合計 9,472 8,509 

負債合計 39,826 41,839 
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,132 7,132 

資本剰余金 5,639 5,639 

利益剰余金 △4,675 △5,200 

自己株式 △417 △417 

株主資本合計 7,678 7,153 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 187 406 

繰延ヘッジ損益 △161 △41 

評価・換算差額等合計 26 365 

新株予約権 － 56 

少数株主持分 259 269 

純資産合計 7,964 7,844 

負債純資産合計 47,791 49,684 
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 39,662 38,448 

売上原価 28,988 28,101 

売上総利益 10,674 10,346 

販売費及び一般管理費 11,120 9,624 

営業利益又は営業損失（△） △446 721 

営業外収益   

受取利息 3 3 

受取配当金 89 86 

債務勘定整理益 107 107 

受取協賛金 67 31 

その他 41 72 

営業外収益合計 309 301 

営業外費用   

支払利息 187 180 

商品券等回収損失引当金繰入額 85 92 

その他 65 30 

営業外費用合計 338 303 

経常利益又は経常損失（△） △475 719 

特別利益   

主要株主株式売買利益金 17 － 

新株予約権戻入益 38 56 

その他 3 29 

特別利益合計 59 85 

特別損失   

固定資産除却損 60 98 

減損損失 14 － 

投資有価証券評価損 － 109 

たな卸資産評価損 38 － 

開業費償却 33 － 

その他 － 10 

特別損失合計 147 217 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△563 587 

法人税、住民税及び事業税 109 104 

法人税等調整額 1,449 △38 

法人税等合計 1,558 65 

少数株主損失（△） △10 △3 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,112 525 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△563 587 

減価償却費 787 768 

賞与引当金の増減額（△は減少） △11 174 

店舗縮小関連損失引当金の増減額（△は減少） － △492 

受取利息及び受取配当金 △93 △90 

支払利息 187 180 

固定資産除却損 60 98 

減損損失 14 － 

投資有価証券評価損益（△は益） － 109 

開業費償却額 33 － 

新株予約権戻入益 △38 △56 

売上債権の増減額（△は増加） 958 639 

たな卸資産の増減額（△は増加） 358 284 

仕入債務の増減額（△は減少） △543 △481 

その他 △180 △138 

小計 968 1,583 

利息及び配当金の受取額 95 92 

利息の支払額 △184 △186 

退職給付制度改定に伴う支払額 △239 － 

再就職支援制度に伴う支払額 － △2,893 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △33 △32 

営業活動によるキャッシュ・フロー 606 △1,436 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △569 △291 

有形固定資産の売却による収入 2 － 

無形固定資産の取得による支出 △73 △78 

投資有価証券の取得による支出 △13 △73 

投資有価証券の売却による収入 42 － 

その他 13 1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △598 △442 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 848 1,401 

長期借入れによる収入 － 2,500 

長期借入金の返済による支出 △681 △2,181 

その他 △8 △9 

財務活動によるキャッシュ・フロー 159 1,710 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 166 △167 

現金及び現金同等物の期首残高 2,636 2,555 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,803 2,387 
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（4）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（5）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 
前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日) 

 
百貨店業 
(百万円) 

飲食業 
(百万円)

ビル総合

サービス及び

広告業 

(百万円)

輸入商品
卸売業 
(百万円)

その他 
事業 

(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上
高 

33,124 3,872 1,594 861 209 39,662 ― 39,662

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

33 123 1,921 29 637 2,744 (2,744) ―

計 33,157 3,996 3,515 891 847 42,407 (2,744) 39,662

営業利益又は営業損失(△) △506 37 △9 33 32 △412 (34) △446

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日) 

 
百貨店業 
(百万円) 

飲食業 
(百万円)

ビル総合

サービス及び

広告業 

(百万円)

輸入商品
卸売業 
(百万円)

その他 
事業 

(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上
高 

32,230 3,729 1,421 872 193 38,448 ― 38,448

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

32 105 1,678 36 546 2,400 (2,400) ―

計 32,263 3,835 3,099 909 740 40,848 (2,400) 38,448

営業利益 559 8 73 35 36 713 8 721

(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の内容 

百貨店業……………………………百貨店業、通信販売業及びこれらに関連する製造加工、輸出入業、卸売業 

飲食業………………………………飲食業及び結婚式場の経営 

ビル総合サービス及び広告業……警備、清掃、設備保守・工事、建築内装工事、装飾、宣伝広告業等 

輸入商品卸売業……………………輸入商品の卸売等 

その他事業…………………………マーケティング情報提供、用度品・事務用品の納入、ＯＡ機器類のリース、保

険代理業、商品販売の取次ぎ、商品検査業務等 

 
【所在地別セグメント情報】 

    前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累

計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する支

店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

    前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累

計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日）において、海外売上高は連結売上高の10％未満

のため、記載を省略しております。 

 

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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